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「珈琲♡和菓子アワード 2017」受賞和菓子を決定！
部門 1：みなさんが選ぶ AGF®「煎」と一緒に食べたい和菓子アワード
全国 47 都道府県よりエントリーされた 115 品から選ばれた 25 品を発表！！

部門 2：コーヒーを用いた和菓子のコンテスト
コーヒーを原材料として用いた新しい創作和菓子の中からグランプリ含め 13 品を発表！！

味の素 AGF 株式会社（代表取締役社長：品田 英明）は、「珈琲♡和菓子プロジェクト」の一環とし
て「珈琲♡和菓子アワード 2017」を実施しておりましたが、このたび、《部門 1：みなさんが選ぶ AGF®
「煎」と一緒に食べたい和菓子アワード》と《部門 2：コーヒーを用いた和菓子のコンテスト》の受賞
和菓子が決まりましたので結果発表を行います。「珈琲♡和菓子プロジェクト」は、日本の水に合う
「JapaNeeds Coffee®」（ジャパニーズコーヒー）を目指したブランド AGF®「煎」が展開しています。
《部門 1：みなさんが選ぶ AGF®「煎」と一緒に食べたい和菓子アワード》では、自薦・他薦により
エントリーされた和菓子 115 品を対象に、2017 年 8 月 1 日（火）から 8 月 31 日（木）まで特設 WEB
サイト内で一般投票を行った結果、北海道・東北ブロック、関東・甲信越ブロック、中部・北陸ブロッ
ク、近畿・中国ブロック、四国・九州・沖縄ブロックの各ブロックで選ばれた上位 5 品、計 25 品を発
表します。「和菓子が持つ歴史的背景やストーリーの魅力」「地域の文化や特産物などとの関係性」
「コーヒーとの味覚的な相性」を基準とし、地元で愛されている群馬県藤岡市の「虎屋本店」の「鬼も
なか」や福島県郡山市「柏屋」の「柏屋薄皮饅頭」をはじめ、現代ならではの進化した和菓子店「wagashi
asobi」の「ドライフルーツの羊羹」など、多種多様な和菓子が選ばれました。
《部門 2：コーヒーを用いた和菓子のコンテスト》では、和菓子の製造や販売に携わる方 175 名によ
りエントリーされた、コーヒーを原材料として用いた新しい創作和菓子の中から、1 次審査と審査員に
よる実食審査を経て選ばれたグランプリ 1 品、大賞 2 品、金賞 5 品、優秀賞 5 品を発表します。グラン
プリには、株式会社虎屋の京増正巳（きょうますまさみ）さんによる和菓子「珈琲 break」が選ばれま
した。
今後の「珈琲♡和菓子プロジェクト」の展開につい
ては「珈琲♡和菓子アワード 2017」特設 WEB サイ
トにて随時公開します。

▼「珈琲♡和菓子アワード 2017」特設 WEB サイト
http://sen.agf.jp/award/
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■部門1：みなさんが選ぶAGF®「煎」と一緒に食べたい和菓子アワード
コーヒーを楽しむ時間を豊かなものにしてくれる和菓子が、全国各地より自薦68品、他薦
47品、計115品エントリーされました。この中から北海道・東北ブロック、関東・甲信越
ブロック、中部・北陸ブロック、近畿・中国ブロック、四国・九州・沖縄ブロックの各ブ
ロック上位5品、計25品が一般投票により選ばれました。
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。珈琲のコクと苦味が「さが錦」
の甘さと相性抜群です。

滝の焼餅／和田の屋
皮の素材は粳米と餅米を丁寧に石臼
で挽き天日で干したもので、餡は北海
道産小豆を名水錦竜水で炊き上げて
います。手間暇をかけた皮と餡、香ば
しく焼き上げた滝の焼餅は珈琲にぴ
ったりで、昔から人気のセットです。

■部門 2：コーヒーを用いた和菓子のコンテスト
和菓子の製造や販売に携わる方 175 名によりエントリーされた、コーヒーを原材料として
用いた新しい創作和菓子の中から、レシピ選考による 1 次審査、審査員による実食審査を
経て、グランプリ 1 品、大賞 2 品、金賞 5 品、優秀賞 5 品の計 13 品を決定しました。
グランプリ

大賞

珈琲 break／虎屋

珈琲寒氷／たねや

TABERUCOFFEE 珈琲もなか／
いせや本店

金賞
コーヒー桃山ひととき／
丸万

かふぇかふぇまん／
成城凮月堂

ひととき／芳光

たくみに香る。／
手づくり和菓子 翁屋

ミルキー×Black／
日本橋 日月堂

珈琲うばたま芳玉／
仙太郎

猫と珈琲と至福のひととき／
心庵 梅むら

雪化粧／山口家

月の石／本松葉屋

優秀賞
頂／かしはる

■AGF®「煎」レギュラー・コーヒー
「日本のおいしい」を徹底的に科学することでできた「JapaNeeds Coffee®」（ジャパ
ニーズコーヒー）です。選び抜いた豆の特長を引き出すこだわりの焙煎で仕上げた、気高く
繊細な香りのコーヒーで、急須で丁寧に淹れるお茶のような、澄み切った味わいをお楽しみ
いただけます。

上乗せドリップ

上乗せドリップ

香醇濃味 5 袋

淡麗澄味 5 袋

AGF®「煎」
ドリップコーヒーギフト
SEN-30F

